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病院の基本理念：良質な医療を提供し、地域の人々の健康維持・増進に貢献します。

新潟県立加茂病院広報委員会
〒959-1397新潟県加茂市青海町1丁目9番1号
電話0256-52-0701  FAX0256-52-2258
http://www.kamo-hospital.kamo.niigata.jp/

発行

新 任 医 師 の 着 任 の ご 挨 拶

　４月より着任しました整形外科の皆川です。
　平成１２年に札幌医科大学を卒業後、新潟に戻り、県立新発田
病院、県立中央病院などで研修の後に５年ほど県外（鶴岡市立荘
内病院、秋田赤十字病院）に勤務しておりました。
　その後、前任地の十日町に７年赴任しておりましたので、田ん
ぼに雪が無い４月も久しぶりであります。
　専門としては膝関節ではありますが、十日町でもそうでしたが、高齢の方、農作業や仕事
で怪我をした方などよろず診察させて頂きます。
　専門性の高い脊椎、手の外科、骨軟部腫瘍などについてはとことん！！というのは難しいで
すが、診断や治療の方向性などはご相談に乗れるかと思います。
　人生の中では未だ若輩ではございますので（最近は肩が時々いたくなりますので、少し外
来にいらっしゃる方々の気持ちがわかるようになったかも知れません）ご面倒をおかけするこ
ともあるかと思いますが、できる限りのことは頑張らせて頂きたく思います。
　何かございましたら、ご相談ください。

　はじめまして。４月から県立加茂病院にお世話になっている工
藤路子です。
　上越市高田の出身で、東京女子医大卒。趣味は文学、歴史の
本を読むことなどです。
　以前は循環器内科の診療に従事しておりましたが、近年は地域
医療、プライマリケアを中心に診療を行っています。患者様一人一人のご事情に寄り添って、
地域に根ざしたオーダーメイドの診療を提供できればと考えております。
　この地域は初めてということもあって何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思います
が、一人でも多くの患者様に満足していただけるよう日々研鑽を積んでいく所存です。
　皆様方にはご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。　

整形外科部長：皆川　　豊

内科部長：工藤　路子
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糖尿病の要注意指標

ヘモグロビンＡ1ｃってご存知ですか？

　今日は糖尿病の検査HbA1c（ヘモグロビン・エーワン
シー）についてお話します。HbA1cは過去１～2ヶ月ぐらいの
血液中の糖の値を反映します。

　血糖値は定期テスト、HbA1cは実力テスト、と言われてい
ます。HbA1cは一夜漬けでは下がりません。毎日の努力が必
要です。

　日本糖尿病学会は2013年、熊本県での年次学術集
会で「熊本宣言2013」を発表しました。
　「あなたとあなたの大切な人のために Keep your 
A1c below 7%」

　これは糖尿病患者さんの管理目標値をHbA1c　
７％未満とすることです。

　くまもんも応援しています。HbA1c　７％未満を
キープしましょう!

　糖尿病は自覚症状が乏しいため、病院に来るのが遅れる方が多いです。早期発見
には定期的な検診が必要です。ぜひ加茂病院にいらして下さい。「かもドック」も
ご利用ください。

こんにちは、検査科です。検査科ではいろいろな検査をしています。

目　　標
血糖正常化を
目指す際

合併症予防の
ため

治療強化が
困難な場合

ＨｂＡ1ｃ（％） 6.0未満 7.0未満 8.0未満
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加茂病院連携医療機関紹介

いからし小児科アレルギークリニック
院長／五十嵐隆夫
診療科目／小児科
　　　　　アレルギー科
住所／〒959-1313  
　　　加茂市幸町2丁目9番23号
ＴＥＬ／0256-53-2550

　当院は1990年4月に新規開業しました。診療
科目は小児科一般とアレルギー科です。開業当初
は気管支喘息、アトピー性皮膚炎の重症例が多く
受診されましたが、最近は食物アレルギー児が急
増しています。
　県立加茂病院には、下血している児や成人喘
息、肺炎患者がお世話になっています。
　患者さんを紹介すると必ず対応していただけるので頼もしい限りです。感謝しています。
日常診療のレベルアップをめざして、毎週水曜日の昼休みに勉強会を開催しています。

診療時間
午前（9：00～12：30）
午後（14：30～18：00）

月 火 水 木 金 土 日
○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
○ ○ ○ × ○ × ×

※休診日：木曜日・土曜午後／日曜・祝日 
●土曜日は12：00で終了させていただきます。

水曜日の勉強会の様子

新加茂病院の建築工事のスケジュールを簡単にお知らせします。

　・H29年5月～H29年8月 杭打、掘削工事
　・H29年8月～H30年6月 新病院本体（躯体）工事
　　基礎　H29年8月～ 1階　H29年10月～
　　2階　H29年11月～ 3階　H29年12月～
　　4階　H30年1月～ 5階　H30年3月～
　　6階　H30年5月～
　・平成30年7月～ 内装工事等
　・平成31年3月下旬 新病院竣工予定
　・竣工～開院まで 病院機能移転作業
　・平成31年夏頃～ 新病院開院（診療開始）

※工事においては、安全に細心の注意を払い、騒音の発生も出来るだけ少なくする努力を
していますが、杭打ち工事等で多少の騒音は発生します。その点については何卒ご理解
願います。

新加茂病院建築スケジュール概要
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外来診療担当表

4 発行：[加茂病院広報委員会] 記事内容について、ご不明な点がございましたら、当委員会事務局へおたずねください。

平成29年6月9日現在

診療科 月 火 水 木 金 受付時間 診療時間 摘　要

総合診療科
午前 竹　中 竹　中 竹　中 8：30～11：00 9：00～

午後
竹　中

[ペースメーカー外来]
第2・4火曜

13：30～14：30 14：00～15：00 要予約

内科

内科1
午前

斎藤亮彦
[糖尿病・腎外来]
第2・4月曜

秋　山 秋　山 秋　山
8：30～11：00 9：00～ [糖尿病・腎外来]は

再来でかつ要予約樋　口 齋藤　崇 樋　口 樋　口
工　藤 工　藤

午後 岡田[循環器外来]
第2・4火曜 　 齋藤　崇

 [消化管外来] 13：30～15：30 14：00～16：00 要予約

内科２
午前

伊　藤
[膠原病・シェーグ
レン症候群外来]
第1・3月曜

張
[糖尿病外来] 高　橋 高　橋 8：30～11：00 9：00～

[膠原病・シェーグレン
症候群外来]は要予約
[糖尿病外来]は再
来でかつ要予約

午後 高橋 第1・3・5火曜 13：30～14：30 14：00～
樋口[禁煙外来] 13：30～15：30 14：00～16：00 要予約

緩和ケア科
(緩和ケア・
一般内科)

午前 堀 8：30～11：00 9：00～

午後 堀[専門外来] 堀[専門外来] 堀[専門外来]
第2・4水曜 13：30～15：00 14：00～15：30 要予約

外　　科 １診 竹　石 竹　石 竹　石 竹　石 竹　石 8：30～11：00 9：00～２診 新大医師

整形外科
１診 星　野 皆　川 星　野 皆　川 星野 第1・3・5金曜

皆川 第2・4金曜 8：30～11：00 9：00～ 初診は要予約
（紹介状が必要です）

２診 星野 第2・4金曜
皆川 第1・3・5金曜

産婦人科 午後 ※幡谷 ※幡谷 13：30～15：30 14：00～16：00 ※三条総合病院医師
泌尿器科 午後 新大医師 13：30～15：30 14：00～

眼　　科
中　野

第1・3・5水曜 8：30～10：00 9：00～12：00
阿　部 8：30～11：00 9：00～

耳鼻咽喉科 猪　股 猪　股 猪　股 猪　股 猪　股 8：30～11：45 9：00～
13：30～16：00 14：00～

神経内科 若　杉 8：30～11：00 9：00～
リハビリ
テーション科

午前 阿　方 8：30～11：00 9：00～ 診療は内科１で行
います。午後 阿　方 13：30～15：30 14：00～16：00

外来外来外来外来外外外外来外 栄養栄養栄養栄養食食食食食食食来来外外外 食食養養栄栄 食食来来外外外外外来来 食食養養養栄栄栄栄栄養養食食食食食事事事事指導指導指導指導指指指事事事 導導指指指指指事事事事事事指指導指指導導導外来栄養食事指導

入　入　入　入入入入入 院院院院院院入入入入入入入入 院院院院院院入入入 院院院院院院 時時時時時時時時時時時時院院院院 時時時時時時院院院 時時時時時時院　院　院院 時時時入　院　時

栄養管理
入院栄養食事指導
治療食・一般食の提供
選択メニューの提供
ドック食の提供

管理栄養士

調理師

★外来・入院問わず、栄養指導は随時受け付けておりま
すので、お気軽に主治医にお申し出ください。
★入院中のお食事についてご希望がございましたら、
いつでも栄養課へご連絡ください。

栄養課では、入院・外来の栄養食事指導、入院中の患者様の
病状に応じた安全な食事の提供、医師を中心とした栄養サ
ポートチームでの栄養管理を実施しております。栄養課

紹介


